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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 31号≫ ２０１９年６月３日 配信 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------  

【1】令和元年度中に開設予定の「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

   （キシビズ）」におけるセンター長等選定の一次審査が終了しました。 

 

【2】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています！ 

  （岸和田市・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点） 

 

【3】おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金 

  （泉南地域活性化推進協議会、公益財団法人大阪産業局） 

 

【4】岸和田市産業集積促進地区における産業支援条例（岸和田市） 

 

【5】Ｏｒｉｇａｍｉ Ｐａｙ説明会・登録会（6/19） 

  （岸和田商店街連合会・岸和田商店経営研究会） 

 

【6】絶対見つかる！最適の外国人採用・育成方法(6/21) 

    （岸和田商工会議所・岸和田市・池田泉州銀行） 

 

【7】「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」を開催します。 

  （大阪会場 6/13）（経済産業省・中小企業庁／(一社)日本能率協会） 

 

【8】府内中小企業者の『設備投資』を応援します。 

   ～大阪府の設備投資応援融資～（大阪府） 

 

【9】府内で新たに事業を始める方、または、事業開始後 5年未満の方を応援しま

す。 



      ～大阪府の開業サポート資金～（大阪府） 

 

【10】Ｇ２０大阪サミット開催期間中の交通規制のご案内（近畿経済産業局） 

 

 

■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   令和元年度中に開設予定の「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

   （キシビズ）」におけるセンター長等選定の一次審査が終了しました。 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市では、「富士市産業支援センター f-Biz(エフビズ)」をモデルとした、 

「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシビズ）」を令和元年度中に 

開設します。様々な経営課題に対し無料相談を実施し、伴走支援を行っていきま 

す。 

 先日、同センターにおけるセンター長及びプロジェクトマネージャー選定の１ 

次審査が終了し、今月末に二次審査（最終審査）を行います。全国各地から約 150 

件もの応募があり、厳正なる二次審査を経て選定し、岸和田市の地域活性化に取り 

組んでまいります。 

 今後も、「Kishi-Biz（キシビズ）」についての情報を随時発信してまいります 

ので、是非ご確認ください。 

 

▼富士市産業支援センター f-Biz(エフビズ)とは 

 「行列のできる経営相談所」との呼び声が高い「富士市産業支援センター f- 

Biz(エフビズ)」。2008年の開設後、約 10年間で３万件を超える相談件数と多数 

の実績を誇ります。 

 センター長・小出 宗昭氏を中心とした、マーケティング、デザイン、販路拡 

大、プロモーション、ブランディングなど、各分野の専門家チームがワンストッ 

プにて伴走支援を行い、コストをかけることなく企業の売上をＶ字回復させたと 

いう事例を多くあげています。この f-Bizをモデルに、愛知県岡崎市の「Oka-Biz 

(オカビズ)」や熊本県天草市の「Ama-Biz（アマビズ）」など、f-Biz をモデルと 

した「ご当地 Biz」が、自治体の主導により現在全国 20ヶ所に設立されており、 

小出氏から直接学ぶ実践型研修を通じて、その支援手法が広がっています。 

 

【2】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

   大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています！ 

     （岸和田市・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点）  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市、岸和田商工会議所、大阪府よろず支援拠点と合同で、毎月原則第 3 

水曜日、岸和田商工会議所にて、中小企業・小規模事業者の皆様のための無料経 

営相談会を実施します。 

 

 大阪府よろず支援拠点とは、国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。 

 様々な資格、経歴を持つコーディネーター陣が在籍し、相談者と同じ目線で、 

真の解決策・改善策をとことん一緒に考え、具体的で専門性の高い解決方法をご 

提案します。 

 業種にこだわらず、創業、売上拡大、経営改善など、中小企業・小規模事業者 

が抱える経営上のあらゆるお悩みごとの解決をお手伝いいたします。 

 また、相談内容に応じて、課題解決に向けた適切な支援機関のご紹介もさせて 

いただきます。 

 経営に関するお悩み事なら、どんなことでも無料でご相談いただけます。この 

機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に当無料経営相談会をご 

活用ください。 

 

【日 時】：［日程］６月 19日（水） 

      ［時間］10：00～11：20、11：30～13：00、14：00～15：20 

          15：30～17：00 

【場 所】：岸和田商工会議所(別所町 3-13-26) 

【参加費】：無料(何度でも) 

【申 込】：産業政策課（Tel:072-423-9485） 

【問 合】：岸和田市役所 産業政策課 企業経営支援担当 

      Tel:072-423-9485（企業経営支援担当直通） 

 

【●○●タブレット端末でのテレビ相談ができるようになりました！！●○●】 

 岸和田市役所に設置のタブレット端末をご利用いただくことで、下記の日時 

以外での相談も可能となりました！ 

 利用希望日の３営業日前までに、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※また、相談員の都合により、必ずご希望のお日にちにご利用できるとは限り 



  ません。ご了承ください。 

 

【3】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

          おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金 

      （泉南地域活性化推進協議会、公益財団法人大阪産業局） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 地域資源を活用した新たな事業に取り組む皆様へ 

 

 おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金は、技術や人材、歴史、伝統な 

ど地域の資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者等に対して、そ 

の事業の立ち上げ経費の一部を助成し、事業化を支援します。 

 

■公募事業の内容 

 本事業の助成対象となる事業は、技術や人材、歴史、伝統など地域の産業資源 

を活用した新たに取組む事業です 。 ※詳しくはお問い合わせください。  

 

■応募事業の実施主体（応募できる方） 

 (1)大阪府内地域で創業を予定されている方 

 (2)大阪府内に主たる事業所を有し、当該事業所で事業を営む中小企業者又は中 

   小企業者のグループ 

 

■助成額・助成率 ・助成期間 

 助成額 200万円、助成率 3分の 2、助成期間 1年（交付決定日から 2020年 9月

30日まで） 

 

■応募方法は、 

○ 公募要領の配布 

  公募要領、応募申請書等は、下記よりダウンロードできます。 

    

   http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation2/ki/hojyokin.html#hojyokin_0

3 

 

○ 応募受付期間 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation2/ki/hojyokin.html#hojyokin_03
http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation2/ki/hojyokin.html#hojyokin_03


  令和元年 6月 17日（月）～ 令和元年 6月 28日（金） 

  (土・日曜日、祝日は除く、受付時間は午前９時から午後５時まで )  

 

■公募説明会について、 

○ 令和元年 6月 4日（火） 午後 2時 00分～3時 30分 泉佐野商工会議所 

○ 令和元年 6月 7日（金） 午後 2時 00分～3時 30分 岸和田商工会議所 

 

 【問合せ先】 

  ◆応募事業の内容に関するご相談、受付は、 

    泉南地域活性化推進協議会事務局（担当：松原） 

    岸和田市別所町 3-13-26 

   TEL 072-439-5023  FAX 072-436-3030 

   URL http://www.kishiwada-cci.or.jp 

    E-mail matsubara@kishiwada-cci.or.jp 

  ◆制度全般に関するお問い合わせは、 

    公益財団法人大阪産業局 産業振興部 地域サポートチーム 

   URL https://www.mydome.jp/aopf/ 

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

     岸和田市産業集積促進地区における産業支援条例（岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 企業の良好な操業環境の維持のため、対象区域内において、企業が設備投資を 

行った場合、助成金を交付します。  

 

【対象地域】 

 市内臨海部 

【対象業種】 

 製造業、運輸業、情報通信業、電気・ガス・熱供給業、学術研究、専門・技術 

 サービス業 

【助成内容】 

 市が認定した事業計画に基づいて取得した土地・家屋・償却資産に係る固定資 

 産税納付額の１/２を、土地・家屋は５年間、償却資産は２年間交付 

 

 必ず資産取得前に申請してください。 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=matsubara%40kishiwada-cci.or.jp
https://www.mydome.jp/aopf/


  

 詳細は市ホームページの「岸和田市産業集積促進地区における産業支援条例」 

の項目をご確認ください。 

 

 

URL:https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/sangyoshien-zyoseiseid

o.html 

 

 問合先：岸和田市 産業政策課 企業経営支援担当（072-423-9485） 

 

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

         Ｏｒｉｇａｍｉ Ｐａｙ説明会・登録会（6/19） 

              （岸和田商店街連合会・岸和田商店経営研究会） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本年 10月の消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、キャッシュレス決済 

による消費者還元事業（ポイント還元）が実施されます。 

 今回のセミナーでは、株式会社ＯｒｉｇａｍｉのＯｒｉｇａｍｉ Ｐａｙを活用 

したキャッシュレス決済について、その特徴と導入メリットをわかりやすくご説 

明いたします。 

 また、セミナー終了後には加盟店登録会を開催しますので、ご興味のある方は、 

是非この機会にご参加ください。 

 

【日 時】  2019年 6月 19日(水) 14時 ～ 15時  

【会 場】  岸和田商工会議所(別所町 3-13-26) 

【参加料】  無料  

【申込方法】岸和田商店街連合会事務局（岸和田商工会議所内）へ、 

      電話（072-439-5023）でお申込み下さい。 

【定 員】  50名（定員になり次第締切ます） 

   

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      絶対見つかる！最適の外国人採用・育成方法(6/21) 

            （岸和田商工会議所・岸和田市・池田泉州銀行） 

     

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/sangyoshien-zyoseiseido.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/sangyoshien-zyoseiseido.html


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 人口減少・少子高齢化に伴い、労働力不足が深刻な問題になっている一方で 

2020年の東京オリンピック、2025年の大阪万国博覧会と日本は経済のグローバル 

化、人材の多様化が今後ますます加速していくものと思われます。 

 本セミナーでは、外国人留学生の現状に詳しい講師から、外国人留学生の知識 

・能力・就職状況等を紹介いただくとともに、採用・育成のポイントや外国人採 

用のメリットについて詳しく説明していただきます。 

 既に外国人技能実習生を受け入れている企業の方や人材確保にお悩みの企業経 

営者、人事・採用担当者の皆様のご参加をお待ちしています。是非ご参加下さい。 

 

 

【日 時】  2019年 6月 21日(金) 14時 ～ 16時  

【会 場】  岸和田市立産業会館 3階大会議室（別所町 3-13-26）  

【講 師】  森興産株式会社 代表取締役 森 隼人 氏  

【受講料】  無料  

【申込方法】6月 14日(金)迄に申込書に必要事項ご記入の上、FAXあるいは郵送 

      で岸和田商工会議所へお申込み下さい。 

      〒596-0045 岸和田市別所町 3丁目 13-26 

      TEL:072-439-5023 FAX:072-436-3030  

【定員】   60名（定員になり次第締切ます） 

 

詳細は、 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#20190621 

 

【7】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」を開催します。 

  （大阪会場 6/13）（経済産業省・中小企業庁／(一社)日本能率協会） 

       

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本年 10月に消費税・軽減税率制度が実施されること及びキャッシュレス・消費 

者還元事業が開始されることを踏まえ、中小企業の経営に役立つ講演、レジメー 

カー等によるブース出展、補助金説明・相談コーナーの設置などにより、軽減税 

率対応が必要な方やキャッシュレスサービスの導入を検討されている方々をサポ 

ートします。是非ご来場下さい。 

 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#20190621


【日  時】 令和元年 6月 13日（木）11:00～18:00 

【大阪会場】マイドームおおさか 3階（大阪市中央区本町橋 2番 5号） 

【内 容】 講演・セミナー、レジメーカー展示会、キャッシュレス決済事業者 

      展示会、出展事業者プレゼンテーション、複数税率対応レジやキャ 

      ッシュレスの体験コーナー、相談コーナー（軽減税率対応の相談）、 

      レジ・システム補助金サポートコーナー（補助金申請の相談） 

 ※開催会場（全国 8カ所）によっては、上記内容の一部を実施しない場合があり 

  ます。 

【参加費】 無料 

【申込み】 下記 URL（特設サイト）からお申込みください。 

 https://regi-cashlessfair.jp/ より「参加登録」クリック 

【問合先】 軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア事務局 

      TEL：03-5843-8872（平日 10:00～17:00） 

 

 詳しくは下記 URL（特設サイト）をご覧ください。 

 https://regi-cashlessfair.jp/ 

 

【8】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

       府内中小企業者の『設備投資』を応援します。 

       ～大阪府の設備投資応援融資～（大阪府） 

       

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、府内中小企業者の皆様が、生産性の向上や経営基盤の強化などの 

ために設備を導入する際の融資制度を実施しています。 

 

■設備投資応援融資〔保証協会保証付〕 

 ・資金使途：設備資金・設備に付随する運転資金（設備資金の 1/2 以内） 

 ・融資限度額：２億円（うち無担保 ８，０００万円） 

 ・融資期間：１０年以内（無担保） ２０年以内（有担保） 

 ・金   利：年１．２％以下 固定 

 ・保 証 料：９段階別信用保証料（0.35％～1.9％） 

 ※国の「経営力向上計画」「先端性設備等導入計画」 

  の実施に必要となる設備は、一律年 0.7％で利用可能です。 

 

 ※詳細は、下記のホームページをご覧ください。 

https://regi-cashlessfair.jp/
https://regi-cashlessfair.jp/


  http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/setubiouen/index.html 

 

■金融機関提案型〔設備投資特別枠〕 

 ・金融機関からの提案による設備投資を対象とした融資です。 

 ※取扱金融機関、融資条件は、下記のサイトをご覧ください。 

  http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/22628/00000000/18teiangata.pdf 

 

■その他、「開業サポート資金」「小規模企業サポート資金」「経営安定サポー 

 ト資金」等の制度融資も行っています。 

 ※詳細は、下記のホームページをご覧ください。 

   http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html 

 

【お問い合わせ先】 

 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ 

 TEL：06-6210-9508 

  ※なお、お申込先は取扱金融機関となります。 

 

【9】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   府内で新たに事業を始める方、または、事業開始後 5年未満の方を応援し 

   ます。～大阪府の開業サポート資金～（大阪府） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、府内での創業を支援するため「開業サポート資金」を実施してい 

ます。 

 特に、多様な起業家の育成に向け、女性・若者・シニア・UIJターン該当者の金 

利を引下げるとともに、「地域支援ネットワーク型（※）」の金利や保証料を一 

般の開業資金よりも低く設定し、自己資金要件の緩和等も行っております。 

 ※融資後３年間、商工会・商工会議所・大阪産業局、金融機関の経営サポート 

  があります。 

【利用資格】 

 開業資金：開業前・開業後 5年未満 

 地域支援ネットワーク型：開業前・開業後１年未満 

【融資限度額】（下記 A・B合算で 3,500万円） 

 開業資金          A:2,000万円 B:1,500万円 

 地域支援ネットワーク型  A:2,000万円 B:1,500万円  

http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/setubiouen/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/22628/00000000/18teiangata.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html


  ※Bは、事業開始前又は事業開始後 2ヶ月未満の場合、自己資金の範囲内 

【自己資金要件】 

 事業開始前又は事業開始後 2ヶ月未満の場合、事業開始に必要な自己資金が必要 

 になります。 

 開業資金１/５以上（6ヶ月前からの資産形成が必要） 

 地域支援ネットワーク型１/１０以上 

【ご返済期間】 

 7年以内（据置き 12ヶ月） 

【金利】 

 開業資金 A・B          年 1.4％ 

 地域支援ネットワーク型 A・B 年 1.2％ 

  ※事業主が、女性・若者（受付時 35歳未満）・シニア（受付時 55歳以上）・ 

   ＵＩＪターン該当者（受付時の 1年以内に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、 

   神奈川県、茨城県)に在住していた方が府内で創業）の場合は、さらに 0.2％ 

   の金利引下げ。 

【信用保証料率】 

 開業資金 A・B  年 1.0％ 

 地域支援ネットワーク型 A 年 0.5％ B 年 0.6％ 

【申込窓口】 

 開業資金：取扱金融機関・保証協会・大阪府金融課・市町村（大阪市を除く） 

 地域支援ネットワーク型：地域支援ネットワーク型取扱金融機関 

 

★詳細は下記のホームページをご覧ください。 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html 

 

【お問い合わせ先】 

 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ 

 TEL：06-6210-9508 

  

【10】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   Ｇ２０大阪サミット開催期間中の交通規制のご案内（近畿経済産業局） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「Ｇ２０大阪サミット」につきまして、大阪での開催が来月に迫ってきており 

ます。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html


 開催日前後の 4日間（６月２７日～６月３０日）は高速道路や大阪市内を中心 

に頻繁かつ長時間にわたる交通規制が行われ、期間中の交通量は平日通常時の５ 

割削減を目標としています。 

 高速道路及び一般道路の交通規制の具体的内容につきましては、以下のＵＲＬ 

をご参照頂きまして、マイカー利用の自粛、業務用車両の運行調整、行催事の日 

程調整など、削減目標の達成に向けて、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。 

（交通規制の具体的内容） 

 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/G20/7402.html 

 ＜高速道路の交通規制＞ 

  6月 27日（木）、28日（金） 

  

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_

kisei01.pdf 

  6月 29日（土）、30日（日） 

  

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_

kisei02.pdf 

 ＜一般道路の交通規制＞ 

  会場、ホテル周辺の 9エリア（空港周辺は除く） 

  (1)大阪駅周辺(2)中之島周辺(3)天満周辺(4)大阪城周辺(5)本町周辺 

  (6)上本町周辺(7)難波周辺(8)天王寺周辺(9)南港周辺 

（交通規制のチラシ） 

 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_0313

_chirashi1.pdf 

 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_chir

ashi2.pdf 

 

問合せ先：近畿経済産業局総務課 濱崎、岡田（TEL：06-6966-6001） 

  

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

  蒸し暑い日が続いています。 

  熱中症対策を十分にしていただき、体調管理にはお気を付けください。 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/G20/7402.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_kisei01.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_kisei01.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_kisei02.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/h31_G20summit_kisei02.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_0313_chirashi1.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_0313_chirashi1.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_chirashi2.pdf
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/g20_kisei_chirashi2.pdf


   

  引き続き、メールマガジンのご愛読をお願いいたします。 

 

------------------------------------------------------------------------ 

  

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 企業経営支援担当 

       Tel：072-423-9485（企業経営支援担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URLやお問い合わ 

    せ先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

